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問とすることで、調査結果を学術コミュニケーション
という広い文脈に位置づけ解釈していくことが重要で
ある。
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Kurata Keiko.
Information Use and Exchange by Japanese 
Researchers.

This article reviews research articles on the information 
use and exchange by Japanese researchers of  published 
in Japanese during the past half decade. Given that 
there are few research articles in this category, the 
article begins with a introduction  of basic research 
on scholarly communication. Major trends for 
information use by Japanese researchers are include 
the following:

1）Extensive use of electronic journals,
2）Reading articles in PDF format as typical pattern,
3）Increasing use of information retrieval through 
a bibliographic database or search engine such as 
Google, and
4）Less use of open access resources.
Continued research into how scholarly communication 
is conduction in Japan is urgently needed.
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